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敬和学園大学長

新井　明

創設15年を迎えて

敬和学園大学が創設されて15周年を迎えます。この際に学園の過去・現在を映す写真集を

出そう、という計画が起こりまして、実現いたしました。1991年の開学にいたる、その前段

の様子、開学初期の風景、その後のこと、そして今。ご覧いただきますと、そのお立場お立

場で、それぞれに懐かしい思い出に浸ることがおできになることと存じます。写っている教

職員のお顔を見ますと、時の経過を感じます。

時の経過は、そのひと時ひと時における、関係者の重い苦労を物語っております。北垣宗

治・初代学長を中心に、学園はよくぞ誕生し、その幼年期・少年期をよくぞ歩んできたもの

ぞ、という思いが、しきりにいたします。これからは、これまでつけました体力を使って、

いよいよ元気に、青年期へと羽ばたいてゆく覚悟です。

学長室には創設当時の航空写真があります。校地の境界線上には植樹のいとなみは見られ

るのですが、その他には樹木とよべるものはありません。閑散とした空間です。その後は、

心ある方がたによる樹木のご寄付がつづき、またそれぞれの生育があり、今はちょっとした

森の様相を呈しております。いまは全体で数百本の大小の樹木ですが、その一本一本にきち

んとした手がはいっています。ですから、樹木はそれぞれに、それぞれの姿をもって育って

いるのです。このごろは入学記念、また卒業記念にユリノキを植栽しています。

敬和は「神に仕え、人に仕える」ことのできる人格の養成、つまり全人教育を標榜してま

いりました。そのために一人一人に目をそそぎ、その一人一人がやがては、その隣りびとに

豊かな影を落とすことのできる大木に生育することを願ってまいりました。それにしまして

も、敬和がこれまでに成長してきました背景には、敬和に温かい目をそそぎ、力を出してく

ださった沢山の方がたがおられます。多くの関係者――自治体関係者をも含めて――、また

卒業生、その保護者の諸氏、その他の皆様がたに、心からなる御礼と感謝の意を捧げます。

そして、これからもこの敬和の成長の跡に、深いご関心をお寄せくださいますようにと、祈

り上げるものであります。
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学校法人敬和学園　理事長

後宮　俊夫

ご 挨 拶

敬和学園大学を創設して15年がたちました。これを記念して、ここにささやかな「写真集」

を作成することに当たって、学校法人敬和学園及び敬和学園大学のためにさまざまな時と所

にあってご苦労してくださった方、ご支援くださった皆様方に、紙面を借りて厚く御礼申し

上げます。

大学が創設されるためには、それ以前に企画し、準備を進められた行政機関はもとより、

町民、市民、県民の皆様、特に直接間接に関わってくださった多くの方々のご苦労があった

ことを改めて覚えて感謝いたします。

こうした見る本になりますと、そうした経緯の見える部分だけになってしまいます。敬和

学園大学の創立とその後いろいろな形で支援してくださった方々に対する御礼のために企画

いたしましたが、時間的な制約もあってこのような形になりました。どうかこの写真の影に、

多くの方々のご苦労があったことを偲んでいただければ幸いに存じます。

大学に限らず「教育」は、その効果が直ちにあらわれるものではありません。特に敬和学

園大学の場合、初代の北垣宗治学長、そして現在の新井明学長も建学の精神に立ったキリス

ト教主義による人間教育は当然でありますが、大学としてリベラルアーツ教育を核心に据え

て進めてまいりました。今日のような時代になりまして、財界のトップクラスの方々が高等

教育への要望として「教養教育」と言われるようになりました。従来のすぐ企業に役立つ人

間をということが変化して来ています。こうしたことを思う時、すぐに効果の見えない本学

の教育を支え、見守ってくださった皆様に、改めて厚く感謝いたすものであります。そして

今後一層この地域に、さらには世界に真の貢献ができる人材の教育に励んでいく決意を新た

にいたしております。



1986年
10月９日 理事会・評議員会で四年制大学の設立

決議
1987年
６月 敬和学園大学設立準備室開設
1988年
３月31日 敬和学園大学新増設計画書提出

（農地転用用）
７月31日 敬和学園大学第一次認可申請書提出
11月23日 上記取り下げ
1989年
７月31日 敬和学園大学第一次認可申請書提出
1990年
３月28日 敬和学園大学校舎建築起工式

31日 大学設立準備室　新発田市産業会館内
からキャンパス内プレハブへ移転

６月31日 敬和学園大学第二次認可申請書提出
９月13日 文部省大学設置・学校法人審議会学校

法人分科会現地調査
10月11日 文部省大学設置・学校法人審議会大学

設置分科会現地調査
11月６日 公開学術講演会

演題　コロキァム「教育・英語・映画」
講師　二谷英明　先生
会場　新発田市民文化会館

12月21日 敬和学園大学の設置認可証交付式（文
部省）

1991年
１月27日 推薦入学試験

31日 推薦入学試験合格発表
２月12日 一般入学試験（第１次募集）

18日 一般入学試験（第１次募集）合格発表
３月18日 一般入学試験（第２次募集）

23日 一般入学試験（第２次募集）合格発表

開 学 前

―15年のあゆみ―
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’90．3 校舎建築起工式 ’90．11 コロキァム「教育・英語・映画」二谷英明先生

’89 校地造成工事

’89．7
大学設置認可申請書の一部



5

―15年のあゆみ―

’90 校舎建築

’90．12 定礎式の日（本学S31教室） ’90．12 大学設置認可証交付式（文部省） ’91．1 推薦入学試験合格発表



1991年
４月３日 第１回入学式・敬和学園大学後援会発

会式（本学　S31・S21・S23教室）
８日 新入生オリエンテーション（～９日）

（以降省略）
16日 開学式（本学）

ニュートンのりんごの木植樹式
開学記念学術講演会
演題　「ニュートンのりんご」
講師　渡邊正雄　東京大学名誉教授
会場　新発田市民文化会館

８月28日 新発田まつり民謡流し参加（以降省略）
９月16日 納涼コンサート

17日 ボランティア活動週間（～21日）
10月４日 新発田市公開講座（～12月13日）

（全８回）
24日 公開記念講演会

演題　「日本文学はなぜ面白いか」
講師　ドナルド・キーン　コロンビア

大学教授
会場　新発田市民文化会館

11月１日 第１回敬和祭（～３日）
12月16日 クリスマス行事（以降省略）

1991年度

―15年のあゆみ―
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’91．4 開学式 ’91．4 開学式　ニュートンのりんごの木植樹式

’91．4 第１回入学式（本学S31教室）
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’91．4 開学記念学術講演会「ニュートンのりんご」渡邊正雄先生

’91．8 新発田まつり民謡流し（65名参加）
’91．10 公開記念講演会「日本文学はなぜ

面白いか」ドナルド・キーン先生
’91．11 第１回敬和祭

’91．5 チャペル・アッセンブリ・アワー
画家　田中忠雄先生

’91．9 納涼コンサート　清水明子さん、友竹正典さん
（本学オレンジホール）



1992年
４月３日 第２回入学式・後援会総会（聖籠町町

民会館）
８日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「考古学者の見る環日本海文化」
講師　森浩一　同志社大学教授
会場　新発田市民文化会館

６月２日 ノースウェスタン大学　ブルトマン
学長夫妻、ヴァンダウエルフ教授来学

９月11日 カリフォルニア州立大学サンバナディ
ノ校　リンダ・キャシー先生、ルーグ
レイ先生来学

14日 ふれあいコンサート
ヴォランティア・ウィーク（～19日）

18日 オレンジホール・アネックス起工式
10月９日 新発田市公開講座（～12月11日）

（全10回）
10日 学生リトリート（池の平向山荘）（以

降省略）
11月１日 第２回敬和祭（～３日）

５日 学術講演会
演題　「中世キリスト教美術における

ユダヤ教的要素」
講師　アフーヴァ・ホイットマン　ヘ

ブライ大学美術館研究員
11日 新発田商工会議所青年部から桜苗木70

本寄贈・植樹
16日 JR佐々木駅～大学間スクールバス運

行開始
19日 大学・高校合同クリスマス研修会（以

降省略）
1993年
３月４日 オレンジホール・アネックス竣工引渡式

30日 教職課程設置認可証交付式（文部省）

1992年度

―15年のあゆみ―
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’92．4 新入生オリエンテーション（胎内パークホテル）’92．4 新入生歓迎公開学術講演会
「考古学者の見る環日本海文化」森浩一先生

’92．9 オレンジホール・アネックス起工式CPU教室　授業風景
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―15年のあゆみ―

’92．11
敬和祭（とやまんカレー）

’92．11
新発田商工会議所青年部
桜苗木寄贈（70本）

’92．12
クリスマス・キャロリング（新発田市内） ’92．10 第１回学生リトリート（池の平　向山荘）



1993年
４月５日 第３回入学式・後援会総会

（聖籠町町民会館）
７日 新入生歓迎公開学術講演会

演題 「地球に何を返せるか」
講師　藤倉皓一郎　東京大学教授
会場　新発田市民文化会館

５月11日 カリフォルニア州立大学サンバナディ
ノ校　リンダ・チェイフィー女史
ジョイス・ヘンソン女史来学

６月21日 公開学術講演会　アフリカ交流セミ
ナー
講師　高見敏弘　アジア学院理事長、
アフリカ人留学生

９月13日 ヴォランティア・ウィーク（～18日）
17日 ふれあいコンサート（～18日）

新発田市公開講座（～11月19日）
（全10回）

29日 企業との就職懇談会（万代シルバーホ
テル）

10月22日 学術講演会
演題　「ジョージ・ティクナーと�

外・漱石」
講師　齋藤襄治　元茨城キリスト教大

学長
11月１日 第３回敬和祭（～３日）
1994年
３月２日 学内合同企業説明会（～３日）（以下

省略）

1993年度

―15年のあゆみ―
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’93．4 第３回入学式（聖籠町町民会館） ’93．4 第３回入学式　新入生代表宣誓

’93．4
新入生歓迎ミニコンサート
（本学オレンジホール・
アネックス）
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―15年のあゆみ―

大学風景（学バス） ’93．9 教職課程妙高合宿（国立妙高少年自然の家） ’93．12 ボランティア（やまやの里）

’94．3 学内合同企業説明会（本学オレンジホール） ’93．6 アフリカ交流セミナー



1994年
４月５日 第４回入学式・後援会総会（聖籠町町

民会館）
９日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「二十一世紀のための学問」
講師　本間長世　東京大学名誉教授・

東京女子大学教授
会場　新発田市民文化会館

11日 カリフォルニア州立大学サンバナディ
ノ校　ポーター部長来学

６月３日 文部省大学設置・学校法人審議会大学
設置分科会完成年度実地調査

８日 特別学術講演会
演題　「The Spirituality or the Old

Testament」
講師　クニーリム　クレアモント神学

校教授
10日 第82回キリスト教学校教育同盟総会

（本学）（～11日）
18日 ウーマン・カレッジ（～11月19日）

（全10回）
30日 文部省大学設置・学校法人審議会学校

法人分科会完成年度実地調査
７月13日 ヴォランティア・ウィーク（～16日）
９月２日 高橋勝　学校法人敬和学園前理事長

告別式
24日 ふれあいバラエティ（以降省略）

10月７日 新発田市公開講座（～11月25日）
（全８回）

21日 第４回敬和祭（～23日）
22日 敬和祭特別企画公開講演会

演題　「虚構と現実と小説と」
講師　奥泉光　先生

11月28日 企業との就職懇談会（ホテル新潟）
（以降省略）

1995年
３月21日 第１回卒業式（新発田市民文化会館）

卒業祝賀パーティー
（本学オレンジホール・アネックス）

1994年度

―15年のあゆみ―
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’94．4 新発田郵便局一日郵便局長（本学留学生）’94．4 新入生歓迎公開学術講演会
「二十一世紀のための学問」本間長世先生

’94．7 ウーマン・カレッジ
「フェミニズムってなあに？」片桐邦郎先生

’94．6 第82回キリスト教学校教育同盟総会（本学S31教室）
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’95．3 第１回卒業式

’94．10 新発田市公開講座
「現代の国際社会」

’95．3 卒業祝賀パーティー
（本学オレンジホール・アネックス）

’94．10 敬和祭



1995年
４月５日 第５回入学式・後援会総会（新発田市

民文化会館）（以降省略）
８日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「学問と信仰」
講師　荒井献　恵泉女学園大学長
会場　新発田市民文化会館

６月10日 ウーマン・カレッジ（～11月11日）
（全10回）

７月19日 キャンパス・クリーンアップ
９月19日 福祉体験学習週間（～22日）

新潟県大学等連携講座　村上市
（～10月31日）
（全６回）

21日 新発田市公開講座（～11月９日）
（全８回）

30日 前期卒業式
10月21日 第５回敬和祭（～22日）
1996年
３月15日 ヴァンダウエルフ　ノースウェスタン

大学教授来学
20日 第２回卒業式（聖籠町町民会館）（以

降省略）
卒業謝恩会（新潟グランドホテル）
（以降省略）

1995年度

―15年のあゆみ―
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’95．7 キャンパス・クリーンアップ
（学生呼びかけによるボランティア）

’95．4
新入生歓迎公開学術講演会
「学問と信仰」荒井献先生
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―15年のあゆみ―

’95．11 新潟県大学等連携講座　北垣宗治学長（村上市）’95．11 学生リトリート（サンワーク新発田） ’96．2 就職ガイダンス　女性の身だしなみ講座

’95．4 新入生オリエンテーション（胎内パークホテル）

’95．10 敬和祭



1996年
４月６日 新入生歓迎公開学術講演会

演題 「あなた方にとって大学とは何か」
講師　大口邦雄　国際基督教大学前学長
会場　新発田市民文化会館

５月16日 聖籠町公開講座（～６月20日）（全６回）
６月１日　ウーマン・カレッジ（～10月28日）

（全10回）
７月２日　新潟県大学等連携講座　笹神村

（～８月６日）（全６回）
６日 高校教員対象進学説明会

（東映ホテル）（以降省略）
９月13日 新発田市公開講座（～11月１日）

（全８回）
15日 第１回同窓会総会
17日 福祉体験学習週間（～20日）
24日 村上市公開講座（～10月29日）（全６回）

10月12日 ３年次生保護者との就職懇談会
（ホテル新潟）（以降省略）

24日 体育館及び講義棟増築等工事起工式
26日 第六回敬和祭（～27日）（以降省略）

11月６日 ファカルティ・リトリート
1997年
２月５日 ファカルティ・リトリート

（胎内パークホテル）（～６日）
27日 学内合同企業説明会（～28日）

1996年度

―15年のあゆみ―
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’96．7 ハバロフスク国立芸術大学合唱団来学 ’96．7 新潟県大学等連携講座
「外国文学散歩」桑原ヒサ子先生（笹神村）

’96．7
ソウル神学大学カペラ合
唱団来学
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’96．10 体育館及び講義棟増築等工事起工式

’97．1 体育館・講義棟建築工事

’97．3 CPU教室　パソコン入替工事’96．10 敬和祭

’97．3 教員送別会
（塩屋保先生、西澤昭夫
先生、野村啓治先生）



1997年
４月５日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「大学での学びとキリスト教」
講師　佐竹明　フェリス女学院大学長
会場　新発田市生涯学習センター

５月21日 新潟坂井輪地区公民館文学講座
（～７月16日）（全９回）

30日 ノースウェスタン大学　ヴァンダウエ
ルフ教授一行来学（～６月３日）

６月12日 聖籠町公開講座（～７月17日）（全６回）
19日 イラン地震・北朝鮮食糧危機救援チャ

リティ・バザー
７月12日 ソウル舞鶴教会聖歌隊歓迎レセプション

28日 キャンパス・クリーンアップ
９月16日 福祉体験学習週間（～19日）

19日 新発田市公開講座（～11月14日）
（全８回）

10月22日 体育館・講義棟竣工定礎式
11月20日 カリフォルニア州立大学サンバナディ

ノ校ACLPディレクター　Randy Cam
氏来学

29日 体育館・講義棟献堂式
1998年
２月６日 ファカルティ・リトリート（～７日）

1997年度

―15年のあゆみ―

18

’97．4 新入生歓迎公開学術講演会
「大学での学びとキリスト教」佐竹明先生

本学尋真館脇のハナモモ

’97．6 オレンジ市長一行来学本学　オレンジホール（食堂）
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’97．11 敬和祭

’97．11 本学パーム館（体育館）定礎 ’98．2 学内合同企業説明会（本学オレンジホール）’97．7 体育館及び講義棟増築等工事



1998年
４月４日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「いかにして教養を身につけるか」
講師　阿部謹也　一橋大学長
会場　新発田市生涯学習センター

20日 会計検査院実地検査（～22日）
５月14日 聖籠町公開講座（～６月18日）（全６回）

20日 関屋地区公民館公開講座（～６月24日）
（全６回）

６月５日 放送大学との単位互換協定調印式
７月21日 韓国東国大学校日本語講座開講

（～31日）
27日 キャンパス・クリーンアップ

９月18日　新発田市公開講座（～11月20日）
（全８回）

19日 福祉体験学習週間（～24日）
10月１日 ノースウェスタン大学　ヴァンダウエ

ルフ本学名誉文化博士来学（～３日）
23日 新発田市公開講座　特別講演会

演題　「危機の時代における国連外交」
講師　小和田恆　国連大使
会場　新発田市民文化会館

11月８日 第２回同窓会総会
25日 文部省私学助成課現地調査

1999年
１月13日 キャンパス・クリーンアップ

18日 カリフォルニア州立大学サンバナディ
ノ校　Albert Karnig学長来学（～19日）

３月15日 ファカルティ・リトリート（～16日）

1998年度

―15年のあゆみ―
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’98 モス先生夫妻来学（本学学長室）’98．4 新入生歓迎公開学術講演会
「いかにして教養を身につけるか」阿部謹也先生

ニュートンのりんご ’98．10 新発田市公開講座特別講演会
「危機の時代における国連外交」小和田恆先生
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’98．12 クリスマス・キャロリング
（特別養護老人ホーム　二の丸）

’99．3 教員送別会

’98．12 クリスマス・ツリー

’99．3 第５回生卒業記念樹植樹（イチョウ）

’99．2 学内合同企業説明会（本学パーム館）



1999年
５月13日 聖籠町公開講座（～６月17日）（全６回）
６月12日 第１回スポーツ大会（以降省略）
７月27日 キャンパス・クリーンアップ
９月17日 新発田市公開講座（～11月５日）

（全８回）
20日 福祉体験実習週間（～24日）

11月４日 文部省学校法人調査委員実地調査
16日 新潟県議会総務文教委員会視察

2000年
３月15日 ファカルティ・リトリート（～16日）

19日 映画鑑賞会「アイ・ラブ・ユー」
主演の忍足亜希子さん来学

1999年度

―15年のあゆみ―
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’99．5 日本キリスト教教育学会（本学S31教室）’99．4 入学式

校舎風景（全景）
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’00．3 映画鑑賞会「アイ・ラブ・ユー」（本学パーム館）

’99．9 ふれあいバラエティ　
（手話で歌を披露）

’99．12 クリスマス燭火礼拝

’99．6 第１回スポーツ大会



2000年

４月５日 新入生歓迎公開学術講演会
演題　「只の人として生きる:アンデ

ルセン『はだかの王様』に学ぶ」
講師　宮田光雄　東北大学名誉教授
会場　新発田市生涯学習センター

18日 サクティップ・クライターク　タイ王
国駐日大使一行来学

25日 ノースウェスタン大学　ヴァンダウエ
ルフ名誉文化博士、スティーブン・
アッピアバディ博士来学

５月12日 聖籠町公開講座（～16日）（全６回）
６月29日 ボランティア実習（～30日）
７月７日 豊栄市公開講座（～８月21日）（全６回）
８月25日 新発田市公開講座（～10月13日）

（全７回）
９月26日 特別講演会

演題　「日本の政党政治：時代遅れか、
それとも改革への鍵か?」

講師　アーサー・ストックウィン
オックスフォード大学ニッサン
日本研究所長

10月28日 大学創立10周年記念特別講演会及び名
誉教授称号並びに名誉学位記贈呈式
講演� 演題　「世界の中の日本」

講師　小和田恆　�日本国際
問題研究所理事長

講演� 演題　「日付変更線を越える
ように、文学と歴史の
境界線を越える私」

講師　ドナルド・キーン　コ
ロンビア大学名誉教授

会場　聖籠町町民会館
11月11日 第３回同窓会総会

21日 三条市公開講座（～12月12日）（全４回）
12月５日 特別講演会

演題　「国際化と人権―アムネスティ
の活動から」

講師　イーデス・ハンソン　�アムネ
スティ・インターナショナル日
本副理事長

2000年度

―15年のあゆみ―
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’00．4 タイ王国駐日大使一行来学’00．4 新入生歓迎公開学術講演会「只の人として生きる：
アンデルセン『はだかの王様』に学ぶ」宮田光雄先生

’00．10 大学創立10周年記念特別講演会
「世界の中の日本」小和田恆先生

学内のハイビスカス
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’00．12 特別講演会「国際化と人権―アムネスティの活動
から」イーデス・ハンソン先生

’01．1 学生団体年度内表彰’00．12 クリスマス・パーティー

’00．10
大学創立10周年記念特
別講演会「日付変更線を
越えるように、文学と歴
史の境界線を越える私」
ドナルド・キーン先生

’00．11 敬和祭　サッカー・フェスティバル 松木安太郎先生



2001年
４月４日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「人生の選択」
講師　川西進　東京大学名誉教授
会場　敬和学園大学　S31教室

21日 大学創立10周年記念式典・祝賀会
式典　　本学パーム館
祝賀会　新発田ベルナール

５月14日 Japan Culture and Language Program
（JCLP）実施　外国人留学生６名参加
（～６月10日）

31日 新発田市春オープン・カレッジ
（～７月４日）（全８回）
聖籠町春オープン・カレッジ
（～６月26日）（全８回）

６月20日 敬和学園大学人文社会科学研究所開所式
22日 豊栄市オープン・カレッジ（～８月３日）

（全６回）
30日 人文社会科学研究所開所記念敬和フォー

ラム
演題　「日本人の自然観―西洋と比較」
講師　渡邊正雄　東京大学名誉教授

７月４日 ボランティア・デイ（以降省略）
９月25日 新発田商業高等学校との連携講座

（～12月４日）（全10回）
10月３日　人文社会科学研究所連続講演会

（～11月28日）（全５回）
聖籠町秋オープン・カレッジ
（～11月８日）（全８回）

16日 新発田市秋オープン・カレッジ
（～11月７日）（全８回）

19日 三条市オープン・カレッジ（～11月９日）
（全４回）

12月８日 英語科教育法カリキュラム開発研究会
研究実践報告会

2002年
２月８日 Brucc G. Murphy ノースウェスタン

大学長夫妻及びGrace Rohrer女史来学

2001年度
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’01．4 新入生歓迎公開学術講演会「人生の選択」川西進先生 ’01．5 JCLP実施　外国人留学生６名参加

’01．4
大学創立10周年記念式典
（本学パーム館）
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’01．6 敬和学園大学人文社会科学研究所開所式

真赤に実ったニュートンのりんご校舎風景（紅葉）’01．10 人文社会科学研究所連続講演会「テロに
対する報復戦争は正当か？」小田実先生

’01．11 敬和祭 ’02．3 卒業式



2002年
４月８日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「北越のともしび」
講師　新井明　日本女子大学名誉教授

５月23日 ジョン・カブ　クレアモント大学院名
誉教授来学

28日 新発田市オープン・カレッジ
（～７月９日）（全７回）

６月６日 聖籠町オープン・カレッジ春講座
（～７月10日）（全６回）

19日 豊栄市オープン・カレッジ（～７月24日）
（全６回）

９月９日 教師教育実践交流ワークショップ
28日 人文社会科学研究所主催シンポジウム
30日 新潟市オープン・カレッジ（～11月18日）

（全６回）
10月７日 三条市オープン・カレッジ（～10月28日）

（全４回）
16日 新発田市オープン・カレッジ秋講座

（～30日）（全６回）
聖籠町オープン・カレッジ秋講座
（～30日）（全４回）

26日 中学校・高等学校英語科教員対象リフ
レッシュ・セミナー（以降省略）

11月29日 文化講演会「心の荒野に木を植える」
新井満　先生

2003年
３月22日 北垣宗治学長さよなら講演会、送別の会

2002年度
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’02．4 新入生歓迎公開学術講演会
「北越のともしび」新井明先生

本学聖籠館脇の八重桜’02．9 人文社会科学研究所主催シンポジウム
「変動する世界とイスラーム」

’02．6 蓮野小学校英語ボランティア
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’03．3 柴沼晶子教授　
モミの木寄贈

’02．11 ふれあいバラエティ　敬和学園高校ハンドベル演奏’02．11 敬和祭

’02．11 文化講演会
「心の荒野に木を植える」新井満先生

’03．3 北垣宗治学長さよなら講演会



2003年
４月５日 新井明学長就任式

８日 新入生歓迎公開学術講演会
演題　「学問と教養」
講師　八木誠一　桐蔭横浜大学客員教授

５月12日 新潟市オープン・カレッジ（～６月16日）
（全６回）

６月３日 新発田市オープン・カレッジ
（～７月８日）（全６回）

９日 会計検査院実地調査（～11日）
19日 豊栄市オープン・カレッジ（～７月24日）

（全６回）
７月３日 共生社会学科設置届出受理通知
９月13日 共生社会学科新設記念特別講演会

演題　「明日の日本を考える」
講師　速水優　前日本銀行総裁

20日 共生社会学科新設記念連続講演会
（～10月４日）（全３回）

30日 聖籠町オープン・カレッジ（～10月28日）
（全４回）

10月１日 三条市オープン・カレッジ（～22日）
（全４回）

10日 入学記念植樹式
11月15日 新潟市オープン・カレッジ（～16日）

（全２回）

2003年度
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’03．4 新入生歓迎公開学術講演会「学問と教養」八木誠一先生 ’03．4 新入生歓迎演奏会

’03．4 花絵プロジェクトに参加 駐車場脇で育てたひまわり



31

―15年のあゆみ―

’03．9 共生社会学科新設記念特別講演会
「明日の日本を考える」速水優先生

’03．11 ふれあいバラエティ

’04．3 卒業式でのハレルヤ・コーラス大学風景（雪景色）

’03．10
入学記念植樹式



2004年
４月８日 新入生歓迎公開学術講演会

演題　「日本のフランクリン」
講師　渡邊利雄　日本女子大学名誉教授

５月28日 共生社会学科開設記念植樹式・記念レ
セプション

29日 新発田市オープン・カレッジ
（～６月29日）（全６回）

６月６日 Japan Culture and Language Program
（JCLP）実施（～19日）

10日 豊栄市オープン・カレッジ（～７月15日）
（全６回）

17日 人文社会科学研究所主催敬和フォーラム
演題 「反ナチ抵抗牧師の決断―ヒト

ラー暗殺計画・クーデタ計画―」
講師　山�和明　四国学院大学教授

19日 大学オープン・カレッジ（～６月20日）
（全２回）

７月23日 新潟豪雨復興支援ボランティア
（～８月12日）（全６回）

９月28日 聖籠町オープン・カレッジ（～10月26日）
（全４回）

10月６日 三条市オープン・カレッジ（～20日）
（全３回）

11月６日 人文社会科学研究所主催シンポジウム
「国際文化学とは何か―国境を越える
文化の創造―」

13日 中越大震災復興支援ボランティア
（～12月18日）（全３回）

12月４日 大学オープン・カレッジ（～１月９日）
（全４回）

2005年
１月29日 横越町オープン・カレッジ（～２月12日）

（全３回）
３月15日 台湾長榮大学との学術交流協定調印式

2004年度
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アーチェリー場（90m）の設置大学風景（桜）

’04．5 共生社会学科開設記念植樹式

’04．4
新入生歓迎公開
学術講演会
「日本のフラン
クリン」渡邊利
雄先生
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’04．7 新潟豪雨復興支援ボランティア（三条市）

’04．12 職員手作りのクリスマス・イルミネーション

’04．10 敬和祭　第１回ミュージックフェスティバル ’04．10 敬和祭　卒業生皆川匠さん（Boogaloob）
右から３人目

’05．３　台湾長榮大学との学術交流協定調印式



2005年
４月７日 新入生歓迎公開学術講演会

「生命（いのち）を育むことば」
講師　東後勝明　早稲田大学教授

６月２日 人文社会科学研究所主催講演会
「内村鑑三の信仰と平和論」
講師　富岡幸一郎　関東学院大学教授

８日 新潟市豊栄地区オープン・カレッジ
（～７月13日）（全６回）

16日 新発田市オープン・カレッジ
（～７月21日）（全６回）

18日 大学オープン･カレッジ（～19日）
（全２回）

28日 長榮大学　日本語・日本文化研修プロ
グラム（JCLP）（～７月25日）

７月16日 まちの駅講座
８月４日 新潟県大学図書館協議会

８日 中国・湛江師範大学郭学長ほか３名本
学表敬訪問

９月１日 中国・黒龍江東方学院との教育交流協
定締結（中国ハルピン　黒龍江東方学
院にて調印式）

10月１日 大学オープン・カレッジ（～10月22日）
（全３回）

４日 聖籠町オープン・カレッジ（～11月１日）
（全４回）

15日 15周年記念セミナー
�．「住民参画型の福祉まちづくりの

現状と課題」
講師　大橋謙策　日本社会事業大

学学長
�．「新・新発田市のまちづくりのあ

り方と課題」
講師　片山吉忠　新発田市長

15周年記念写真集および絵はがきセッ
トの発行

2005年度
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’05．4 新入生歓迎公開学術講演会
「生命（いのち）を育むことば」東後勝明先生

’05．6 人文社会科学研究所講演会
「内村鑑三の信仰と平和論」富岡幸一郎先生

’05．4
新入生オリエンテーション
クラス対抗綱引き大会



35

―15年のあゆみ―

’05．8 中国湛江師範大学学長　本学表敬訪問’05．7 新発田市オープン・カレッジ
第６回「民族・宗教・国家を超えて」大野元裕先生

’05．8 訪問介護員２級講座（一般県民対象）

’05．6 大学オープン・カレッジ
「阿賀の流れに」坂東克彦先生

大学風景（大きく育った木々）



編集作業を終えて

「敬和学園大学の15周年を記念した写真集をつくれないか」というお話しを新井明学長からいた

だいたのは、全国的に豪雨の被害が心配されていた今年の６月のことでした。

それまでも、敬和学園大学の様々な行事等を撮影した写真の保管はされていましたが、それを管

理する専門の部門はありませんでした。このため、２万枚以上にも及ぶ写真やネガのほとんどは、

写真屋さんが現像した袋にメモを添え、仕切りを入れた衣装ケースなどに入って倉庫におかれてい

る状態でした。

まずは、これらの写真をきちんと管理するべく、編集担当者が集まって、年代別イベントごとに

ファイリングしていくことから作業がはじまりました。もちろん、編集担当を任された職員もこの

作業の専任というわけにはいかず、通常業務をかかえての併行作業であり、実際の作業ははかばか

しくは進みませんでした。学生達の姿がまばらになってきた夏期休暇に入ると、事務局の応接室を

編集担当者とたくさんの写真が占領し、10月の発行にむけて連日夜遅くまで、写真とにらみ合いな

がらの格闘が続きました。衣装ケースの中には、仕切りからはみ出してバラバラになっている写真

も少なからずあり、それら１枚１枚の年代やイベントを特定する作業は、開学から勤める先輩職員

諸氏のお力を借りても至難のわざでした。

そのような時間を経て整理された写真をまわりの教職員とともに眺めていますと、勤務年数にか

かわらず、それぞれの職員がかかわった15年の間の様々な思い出がよみがえってくるようで、数多

くのエピソードを伺うことができます。それを考えますと、この15年間で敬和学園大学とかかわり

いただいた学生、卒業生、地域のみなさま等がお持ちになられている思い出は、それこそ、この何

百倍、何千倍にもなるものだと思います。

それらすべての思いを限られた写真とスペースでカバーすることは到底できませんが、この写真

集が、みなさまのお持ちになられている敬和学園大学との思い出を、身近な方にお話ししていただく

きっかけとなれば幸いです。

新井　　明（敬和学園大学長）

宇田川　潔（敬和学園大学事務局長）

長澤　雄介（敬和学園大学総務課長）

小端　康弘（敬和学園大学総務課企画・広報係主任）

須藤理恵子（敬和学園大学総務課企画・広報係）
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